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TEL ・FAX 【 ２９－０９８３ 】

あいにくの雨天でしたが、３年ぶりの荘野産業文化祭を無事終えることがで

きました。皆さまご協力ありがとうございました。農産物の展示即売は審査がな

い中で数多く出品いただき、盛況のうちに完売いたしました。農産物の売上金

４７，４００円（米３６，０００円・農産物１１，４００円）は次年度の運営資金として

有効に活用させていただきます。出品いただいた農家の皆さま、購入いただ

いた皆さまご協力ありがとうございました。来年からも荘野産業文化祭は地域

の皆さまのふれあいの場となるよう開催していきたいと思います。今後とも皆さ

まのご協力よろしくお願いいたします。

（裏面に続く）

１１月号でもお知らせしましたが、今年のハイキングは

西野町の旧山陽道で地域の史跡を訪ね歩きましょう

西日本豪雨災害跡の大きな砂防堰堤も近くから見て

みませんか・・・

日 時 １２月１１日（日） ９時集合（少雨決行・雨天中止）

集 合 荘野地域交流センター

コース 交流ｾﾝﾀｰ～船屋一里塚～宝器砂防堰堤辺り

～亀山砂防堰堤辺り 往復

対 象 どなたでも 参加費 無料

持参物 飲み物・タオル他必要なもの

主 催 荘野地区社会福祉協議会

申 込 12月８日（金）までに

地域交流ｾﾝﾀｰ（29-0983）

♫ふれあい健康ハイキング

第44回荘野産業文化祭を終えて

♪おじおばバンドライブ♫

みなさんも頑張ってこられたコロナ禍での活動
わたし達おじおばバンドも練習の成果を自主ライブします
皆さん是非お越しください～

場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ２階大会議室

定 員 申込制、必ず申込ください

申 込 おじおばバンドﾒﾝﾊﾞｰ

又は地域交流ｾﾝﾀｰ（29-0983）

日 時 １２月１８日（日）１３：００～

☆ 農産物の部 74 点

穀類 14 点

野菜類 32 点

芋類 12 点

果実類 16 点

☆ 一般作品の部 297 点

園児・児童作品 195 点

一般作品 102 点

44回産業文化祭出品数



14日 （水） 13:30 お菓子づくり教室
６日 （火） 9:30 スマホ教室（タネット） 15日 （木） 9:30 荘野クラブ理事会
６日 （火） 13:30 絵手紙同好会 15日 （木） 13:30 ３B体操
６日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 15日 （木） 19:00 どんど鼓荘野
７日 （水） 9:30 オカリナ同好会 16日 （金） 13:30 編物同好会
７日 （水） 13:30 手話同好会 16日 （金） 13:30 さわやか体操
８日 （木） 10:00 配食サービス（理事） 17日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
８日 （木） 13:30 川柳同好会 17日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
８日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会 17日 （土） 13:00 囲碁同好会
９日 （金） 9:30 地域交流ｾﾝﾀｰ避難訓練 17日 （土） 13:30 おじおばバンド
９日 （金） 13:30 さわやか体操 18日 （日） 13:00 おじおばバンドライブ
10日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 19日 （月） 10:00 伝筆同好会
10日 （土） 13:00 囲碁同好会 19日 （月） 13:30 はつらつ教室
10日 （土） 13:30 おじおばバンド 20日 （火） 9:30 なつメロ教室
11日 （日） 9:00 ふれあい健康ハイキング 20日 （火） 13:30 手芸同好会
12日 （月） 9:30 ６年生陶芸教室 20日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会
12日 （月） 13:30 はつらつ教室 21日 （水） 9:30 オカリナ同好会
12日 （月） 13:30 陶芸教室 21日 （水） 13:30 手話同好会
12日 （月） 19:00 消防後援会総会 22日 （木） 9:30 交流センターそうじ
13日 （火） 9:30 なつメロ教室 23日 （金） 13:30 さわやか体操
13日 （火） 13:30 太極拳同好会 24日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
13日 （火） 13:30 パン作り同好会 24日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
14日 （水） 10:00 千字文同好会 24日 （土） 13:00 囲碁同好会
14日 （水） 10:30 にこにこキッズ 24日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組
14日 （水） 10:30 あひる座公演 26日 （月） 13:30 はつらつ教室
14日 （水） 13:30 カラオケ教室 27日 （火） 13:30 生花教室
14日 （水） 13:30 書道教室

５日 （木） 13:30 ﾌﾞｯｸﾚｽﾄﾗﾝ荘野 12日 （木） 13:30 川柳同好会
５日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 13日 （金） 13:30 さわやか体操
６日 （金） 13:30 さわやか体操 14日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
７日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 14日 （土） 13:00 囲碁同好会
７日 （土） 13:00 囲碁同好会 14日 （土） 13:30 おじおばバンド
10日 （火） 9:30 なつメロ教室 16日 （月） 13:30 はつらつ教室
10日 （火） 13:30 絵手紙同好会 16日 （月） 13:30 陶芸教室
10日 （火） 13:30 太極拳同好会 17日 （火） 9:30 ひまわり会
11日 （水） 9:30 オカリナ同好会 17日 （火） 10:00 風の子公演
11日 （水） 10:00 千字文同好会 17日 （火） 13:30 手芸同好会
11日 （水） 13:30 書道教室 17日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会
11日 （水） 13:30 カラオケ教室

※教室・同好会の日時を変更される場合、必ず職員にお知らせください

※教室・同好会日時変更は１２月２３日までにお願いします

※月の途中でも状況に応じて、自粛をお願いする場合もあります

※竹原市ホームページに各地域交流センターだよりが掲載されています

令和４年12月行事案内

12月 女性会もちつき

令和５年１月行事案内

※行事中止のお知らせ※

（裏面に続く）

荘野地域交流ｾﾝﾀｰよりお願い
毎月実施の地域交流センターそうじは

１２月２２日（木）９時30分から行います
照明機器・室内の窓ふきなどいつもより

少し丁寧にそうじします

我こそはと思われる方、

是非お手伝いお願いします

よろしくお願いいたします

日 時 １２月９日（金）９：３０～
場 所 荘野地域交流センター２F大会議室

講 師 竹原消防署

内 容 避難訓練・AED訓練

主 催 荘野地域交流センター

協働のまち安全部会

申 込 荘野地域交流センター

（２９－０９８３）まで

※神明行事について※

来年の旧正月は１月２２日です

資材援助は１月上旬を予定しています

詳しくはセンターだより１月号でお知らせします

開催・非開催をセンターにお知らせください

【12月28日（水）～１月４日（水）事務室休み】

荘野地域交流センター避難訓練

地域交流センターで避難訓練を行います。
各教室・同好会代表者、各種団体代表者、各自治会代表者
の方はご参加ください。参加される方は連絡ください。


